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八木　正宣

先日、高校、大学時代に交流のあった友人
みっくんと20年ぶりに食事しました。
神戸で就職し、転職してアメリカへ、そして
今は福岡にいるみっくんの20年間の話に
刺激を受けました。触発され、背伸びして自
慢話をしている自分がいました。
65歳の定年を迎えてから、同窓会が多くな
るとよく聞きます定年前の、仕事をしている
ときに、あえて時間を取って逢うことも大事
だなと思いました。

前々から欲しかった某神社の御朱印帳を
手に入れました。
御朱印は、神社やお寺によってしたためら
れる書に特徴があって、ひとつひとつ特別
感があります。
遅ればせながら御朱印ブームに乗っかっ
たところですが、これを機会にいろんな神
社を巡ってみたいと思います。

やっと涼しくなりました。
時間のある時は、ウォーキング！と思い、
朝、一駅歩いています。
寒くなると気持ちが沈みますが、何とか継
続したいな！と思っています。
とりあえずシューズを買いたいな。

先日からホットヨガに通うことにしました。
運動嫌いの私ですが、毎年健康診断で
「運動しなさい！」と言われ、自分でもそろ
そろまずいと思い、重い腰をあげました。
通常の運動と違い、「きつい」「しんどい」
という感じはなく、終わった後は、汗をか
いた爽快感と、気持ちいいぐらいの疲労
感で、これなら続けられそうだな、と思って
います。

もうすぐ3歳になる息子は家事に興味
津々。洗濯を干したり、料理をしたり、私が
家事をしていると何でも手伝おうとしま
す。
この間は生卵を割ってくれたのですが、上
のお姉ちゃん達も手伝いたがり、大量の
卵料理が出来上がりました。大きくなって
も手伝ってくれたらいいなぁ。

庭の草むしりをしていた時、腰にピリッと
痛みが走りました。
その時は大した痛みではなかったのです
が、寝るころには立ち上がるのもひと苦労
なほどの痛みが・・・><；
どうやらぎっくり腰だったようです。
1週間でほぼ痛みはなくなりましたが、ま
たやらかさないように気を付けようと思い
ます。

今年も、奈良国立博物館での正倉院展の
時期になりました。
新潟出身の私にとっては、学校の授業で使
う歴史資料集でしか見られないような宝物
の実物を、こんなに近場で見られるのは、
とても感動的なことです。
今回も楽しみです。

一眼レフカメラで、子どもたちの運動会の
写真を撮りました。
自動フォーカス機能や連写の速さ、画像
の鮮やかさなど、どれも素晴らしく、とても
感動しました。もっと早くに一眼レフと出
会っていればと、後悔するほどです。撮影
がとても楽しく、気づけばSDカードの容
量が足りなくなってしまいました。

９月末に家族で札幌へ行ってきました。石
垣島へ行く予定でしたが、台風の影響で
出発２日前に行き先を変更し、準備もバタ
バタでした。
現地では、海鮮やラーメンを食べ、動物園
を観光しました。子どもが熱を出し、休日
診療所を受診しましたが、快方に向かい
ほっとしました。
この時期の旅行は天候に左右されるた
め、近場が一番だと思いました。

鉄瓶を買おうか検討中です。鉄瓶のお湯
は美味しいうえに、鉄瓶から鉄が染み出
て鉄分補給になるとのこと。
とても魅力的なのですが、百貨店で実物
を手に取ってあまりの重さにびっくり。鉄
瓶だけで2kgほどあります。
水を入れたら一体どうなるのか・・・。その
うち使うのが面倒になるんじゃないかと、
買うのを迷っています。
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年末調整が始まります。
今年も、給与所得者の所得税の年末調整の手
続きが始まります。
「扶養控除等申告書」「配偶者控除等申告書」
「保険料控除申告書」の３つの用紙に、
必要事項、必要書類を添付して勤務先に提出し
ます。

融資相談会開催！
来る11月15日（金）にSBL事務所において、金融
機関担当者による、融資相談会を開催します。
新規の融資を受けたい方、返済額の見直しをし
たい方は、SBLまでご連絡ください。
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事業承継支援
事業承継とは、会社の経営を後継者に引

き継ぐことをいいます。
『事業承継のことを考えなければいけな
いと思うけれど、実際どこから手をつければ
いいのかわからない』とお考えの方がほと
んどではないでしょうか？
2025 年までに、日本の企業の 3 社に 1
社、127 万社が廃業危機を迎え、そのうちの
約６０万社は黒字なのに後継者不足のため
に倒産すると言われています。
このままでは日本の産業が衰退してしま

う危険があり、助成金や税制の優遇など国
を挙げて事業承継対策を進めています。
事業承継には５年から１０年かかるともい
われており、時期尚早といわず今から少し
ずつでも準備をはじめるようにしたほうが
いいでしょう。
税理士事務所 SBL でも事業承継のため

の財務サポートや助成金申請を含め、皆様
の事業承継を円滑に進めるための支援を
強化していくことにしました。
それに合わせて、現在事業承継に特化し
たホームページも鋭意制作中です。
経営者の方々が一生懸命に育ててきた
事業を次世代へと託すために、お気軽に
SBL にご相談ください。
融資相談会開催
11 月 15日金曜日に当事務所にて「出張
相談会」を行います。
金融機関の融資担当者による無料相談

会で、直接その場で融資の相談を受けるこ
とができるサービスです。
新規に事業を始めたい方、年末の運転資
金に不安がある方、返済金額を見直しした
い方は、是非この機会をご利用ください。詳
しくは同封のチラシをご覧ください。
ドリンクメニュー
ご来所いただいたお客様が、よりリラック
スしてご相談いただけるようにドリンクメ
ニューをご用意しました。
タイミングによってはご用意できないメ
ニューもあるかと思いますが、来られる際に
は、ご遠慮なくお申し付けください。

人気メニューとして家庭でもよく作られる
ポテトサラダですが、その時々によって美味
しさにムラが出るときがありませんか。
マヨネーズで有名なキューピーがこのほ

ど、ポテトサラダのおいしさを科学的に解明
したそうです。
取り組んだのは

の２点。

家庭での作り方を想定し、加熱直後の７０
度以上、粗熱を取った４０度、冷蔵庫で冷や
した１５度以下の３つの温度帯のじゃがいも
を用意。また、サラダ中のマヨネーズの乳化
粒子を赤く染色して可視化し、顕微鏡観察
を行いました。
3 種類のじゃがいものうち、40 度のじゃ

がいもで作ったポテトサラダがマヨネーズ
とじゃがいもの味を両方感じることができ
一体感がありつつ、味にメリハリがある美
味しいポテトサラダになるという結果が。
また、顕微鏡観察では、40 度だとマヨ
ネーズの乳化粒子が微細なものと粗大化し
たものが混在し、風味や一体感に影響する
ことが分かりました。
この実験により、粗熱を取った４０度前後
のじゃがいもを使えば、おいしくなる根
拠が科学的に結論づけられました。皆
さんも温度に気をつけて作ってみ
てはいかがでしょうか？（古川）

・マヨネーズを加えるときのじゃがいもの
　温度の違いによるおいしさへの影響
・マヨネーズの乳化粒子の大きさの違い
　によるおいしさへの影響

美味しい

ポテトサラダ
の

作り方を

ポテトサラダ
の

作り方を

科学的に解明科学的に解明

・コーヒー

・カフェオレ

・紅茶

・ミルクティー

・緑茶

・ほうじ茶

・ジャスミンティー

・ココア

・コーヒー

・紅茶

・緑茶

・ミネラルウォーター

Drink Menu
ドリンクメニュー

Hot Ice
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キャッシュレス決済とは
キャッシュレス決済とは、現金ではなくク
レジットカード、電子マネー、プリペイドカー
ド、スマホのバーコードや QRコードなどを
使用した決済方法です。
キャッシュレス・ポイント還元事業
10 月から消費税率が 10% に引き上げら

れたことに伴い、キャッシュレス決済を行っ
た消費者に最大 5% が還元される国の補助
金事業がスタートしました。
経済産業省のポイント還元事業に登録し

た中小・小規模店舗でキャッシュレス決済
を行うと、支払額のうち、5％（フランチャ
イズ店では2％）がポイントで還元されます。
ポイント還元の対象となっている店舗や
ネットショップにはポスターや、ステッカー
などでマークが掲げられ、使えるお店を探
すためのアプリもあります。
キャッシュレス決済の普及率
先進各国が 40 ～ 60％と高い普及率の

なか、日本では２０％前後にとどまっており、
キャッシュレス後進国といわれています。
日本政府は、2025 年までにキャッシュレ

ス比率を 40％まであげる成果目標を掲げ
ています。
キャッシュレス決済の普及率が進むこと
により、今後の少子高齢化や労働者人口
減少の時代を見据えるとともに、お金の流
れを「見える化」し、税収アップにつなげ
ることや、ビッグデータを使ったサービスの
提供により経済の活性化のために利用でき
ると考えられています。
ポイント還元はいつまで？
消費税率引上げ後の消費喚起とキャッ

シュレス推進のために、10 月１日からオリ
ンピック・パラリンピック直前の 2020 年６
月末までの９か月間ポイント還元を実施する
予定です。
ポイント還元の上限額
政府の「ポイント還元制度」としては、
上限額は設けられていません。
ただし、それぞれの決済事業者は、不
正防止の観点から、一回ごとの上限額や、
一定期間の上限額を設けています。
大手クレジットカードおよびデビットカー

ドでは、1ヶ月のポイント還元の上限を
15,000 円と設定されているところが多いよ
うです。仮にすべて 5% 還元を受けるとす
ると、月に 30 万円の買い物金額が上限と
なります。
QR コード決済では、Paypay の場合、
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（参考、出典：経済産業省ホームページ ）

キャッシュレス決済の
　　　　　　 ポイント還元

1ヶ月のポイント還元の上限を 25,000 円相
当、LINEpay の場合は 3 万円相当と、決
済業者によって上限のばらつきがあります。
業者による独自のポイント還元
政府によるポイント還元以外に、キャッ

シュレス決済の利用者獲得のために各社が
独自のポイント還元キャンペーンを行なって
いる場合もあります。
昨年 100 億円キャンペーンでも話題にな

り知名度を上げた Paypay は対象店舗で決
済した場合、国から還元される５％に加え、
Paypay ボーナスが付与され、合計で最大
10％戻ってくるキャンペーンを行なっていま
す。10月５日には、合わせて２０％還元キャ
ンペーンを行い、利用者が殺到することに
なり、アクセスが集中し、決済しづらいとい
う障害も発生しました。キャッシュレス決済
の弱さも露呈することになり、今後の課題
となりそうです。
キャッシュレスの魅力
キャッシュレスのいいところは、カードや
QR コードなどで通信を介して決済を行うた
めに、時間の短縮やお釣りが不要になるこ
とです。
また、現金を落としてしまった場合、ほと

んど持ち主の元には帰ってきません。
しかし、クレジットカードの盗難・紛失に
は不正使用に対する補償がありますし、ス
マホ決済の場合はスマホに暗証コードを入
れたり、指紋認証をする必要があるので他
人に使用される可能性が低く安心です。
また、自動家計簿アプリや銀行のネット
バンクとも紐つけられるのでお金の管理が
しやすくなります。
キャッシュレス決済の利用でお得に
クレジットカードや交通系 IC、スマホ決
済など支払い方法が多様化し、使用する側
にとっても、どのアプリにチャージしている
のか、どのカードから引き落とされるか、
把握するのが大変です。
還元率や対象店舗、決済方法は店によっ

てマチマチであり、この決済方法を押さえ
ておけば大丈夫！とは言い切れません。
とはいえ、利用することによって増税前よ

り支払額が下がる場合もあるので、クレジッ
トカードや電子マネー、スマホ決済など、
お店に合わせて、うまく使い分けてポイント
還元を受けたいところです。（市村）
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税理士として一般企業に勤める
会計事務所で最後の１科目を働きながら
勉強し、２８歳で税理士資格を取得した僕は、
そのまま税理士業界にいることを選択せず、
一般企業に転職し、さらにスキルを磨くこと
にした。
税理士の仕事は、税金の計算に陥りがち
だ。企業活動後の結果として、経理、そして税
金の計算が存在するため、税理士は企業活
動の後を追っかけているに過ぎない。
税理士のクライアントである、一般企業に
勤めるということは、現在進行形で動いてい
る生の企業活動を肌で感じることが最大の
メリットだ。今までのスキルを一層高いレベ
ルに押し上げ、業務の幅を広げることに役立
つと考えた。
そして、一般企業に就職してから4年が経

とうとしていた。
噛み合わない歯車
僕は、手を抜くことができない性分だ。そ
の時の自分の能力の全てを発揮しようとす

る。それが、組織の中での一つ
の歯車としては、周囲とうまく
かみ合わない。
いや、当初２年ぐらいはうまく噛

み合っていた。それが、噛み合わな
くなっていた。

会社組織では、一人ひとりが役割を持つ。
僕はその歯車の一つとして業務をこなさなけ
ればならない。歯車の代わりは、いくらでも
いる。僕は存在感を失い、精神的にまいって
しまっていた。
考えていたことが急転
「退職して自分の事務所を持とうか」
この考えは自然と胸の内に生まれていた。
しかし、結婚して１年、次の年の５月には第
一子が産まれる予定だ。
反対されるだろうと思いながらも、妻に相
談してみると、意外と賛成してくれた。
だがやはり、周囲は反対する意見のほう
が多かった。
しかし、一度決めたら、反対も忠告として考
え、押し切って進むのが、僕の流儀だ。
タイミングは突然に
税理士事務所を開業するのであれば、他
の事務所に勤めながら、商工会議所や経営
者団体、金融機関、保険会社など潜在顧客
や、顧客を紹介してもらえそうな人たちと懇
意になり、時期をみるのがセオリーだ。
会計事務所で働きながら税理士資格を取
得した時に、一度独立開業するタイミングが
あった。

しかし、その時はまだ僕も28歳で若
かったし、もっと新しいことにチャ
レンジしたくて独立開業ではなく

一般企業に就職することに
した。
今回は、税理士事務所を独

立開業するには、絶好のタイミングで
あるとは言えない。
しかし、僕はもう組織の中でもがくこと
は苦痛で、どこかの会計事務所に就

職する選択肢はない。迷いはない。４年前と
は違う僕になっていた。（八木）

独立奮闘記

～独立前夜① ～

○○の秋
皆さんは、「秋」といえば何を思い浮かべ

るでしょうか？
スポーツの秋、実りの秋、読書の秋。皆さ
んが思い浮かべるこれらの「秋」にはそれぞ
れ由来があります。
『スポーツの秋』は、東京五輪の開催以降、
10月10日が体育の日として定められ、スポー
ツの機運が高まり、秋に運動会など多くのス
ポーツの催しが行われるようになったのが
由来です。ちなみに体育の日は2000年から
は10月の第2月曜日に、2020年のみオリンピ
ックの開会式にあたる7月24日に変更され、
名称も「スポーツの日」と変わります。
そして、私にとっての秋は何といっても『実

りの秋』です。秋には栗、サツマイモ、柿など
たくさんの味覚を堪能することができます。
栗やサツマイモは、混ぜご飯やケーキ、ス

イートポテトなど、さまざまな料理の材料にな
ります。
また、柿は天理市萱生町（かようちょう）が
刀根早生（とねわせ）発祥の地であり、私の
大好物となっています。
刀根早生柿は平核無柿（ひらたねなしが

き）の枝変わりです。渋柿なので、炭酸ガス
などを使って柿渋を抜いて出荷されます。こ
のような渋抜き処理をした柿を「合わせ柿」
または「さわし柿」といいます。
栗をはじめ、なかなか調理するのに手間

がかかる食材もありますが、上手に 調
理すると非常に美
味しいため、皆さん
も食材をスーパーで

見かけたり、親戚や知人から頂いた際には
是非秋を味わってください。
気候変動
先日台風が直撃した千葉県では『被害額

が100億円近い』とのニュースを見ました。
千葉県は農業が盛んな地でもあります。収
穫前の農産物やハウスなどの施設に被害
が出ると、所得補償や保険での補てんが困
難な場合、一瞬にして事業継続が難しくなり
ます。
昨今の気候の変動により、めぐる季節を
楽しむ「四季の国」だったはずの日本が、夏
の連日の猛暑や集中豪雨など異常気象に
悩まされるようになってきました。
気候の変動については、先日ニューヨー

クで開催された「気候行動サミット」の中で、
77か国が温室効果ガスの排出を2050年ま
でに実質ゼロにする長期目標が示されまし
た。これは2020年に運用が開始されるパリ
協定（京都議定書の後継）が前提となってい
ます。
京都議定書が採択された当時、私は８歳

でした。小学校では、授業で温室効果ガスを
削減する方法を話し合う機会がありました
が、当時はあまり意見が出せませんでした。
しかし、今は農地の保全により食物に光
合成を促し、温室効果ガスの削減に貢献し
ていると考えております。
自分一人にできることは微力ですが、100
年後も変わらず生活できる地球環境を守る
ためにも農業の取組は継続しようと思いま
す。（福田）

福田のファーマーズ愛 あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
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